高速メール送信システムで
メールマーケティングを強力サポート！！

■メールマーケティングとは？
〜メールマーケティングの導入により、売上を劇的に伸ばしている事例が多数あります。〜
ビジネスにおいて見込み客を開拓し、優良顧客として固定させるためには、対象顧客のフェーズに対応したプロモーション活
動を効果的に行う必要があります。メールマーケティングはメールを利用して、プロモーション活動を効果的に行うためのマー
ケティング技法のことです。

■ そこで、Wing Mailer
〜高性能サーバーと高速回線による、安定したメール送信システムを提供します。〜
Wing Mailer は、契約者が管理者画面より送信先データを直接登録したり、ユーザーが契約者ウェブサイトより連動登録するこ
とにより、Wing Mailer のサーバーにデータベース化を行います。
送信時は、データベース化された送信先データから実際の送信先を抽出し、ワンタッチでメール送信が行えます。
契約者のサーバー環境や PC スペック、回線速度などに関係なく、高速かつ大量のメール送信を快適にご利用いただけます。
大量かつ高速なメール送信は、労力、採算性など、様々な問題に直面するのが現実です。
Wing Mailer は、そういった問題を全て解決し、低コストで快適なメール送信システムをご提供いたします。

Wing Mailer でこんなことができます。
さらに新機能！ショップ予約システムが追加されました。

●売上アップへの近道！
メールマガジンの発行

ショップ予約機能により、24 時間お客様をキャッチ！さらに、予約をされた
●お客様との
コミュニケーション
●セールやキャ ンペ ーン
の案内
●商品の告知
●割引クーポン券の発行
●タイムサービスの告知
●ワン・トゥー・ワン・
マーケティング

お客様をデータベース化し、高機能のメール送信システムでメールマーケテ
ィングまで行えます。お客様がオンラインで予約を行われると、その予約情
報が電子メールで通知されます。
（予約情報は電子メール以外にも、予約一覧
画面より確認することもできます）

＋

詳しい機能説明
〜Wing Mailer は常に最高のシステムづくりを目指し、日々進化します。
POINT
●送信メールに Wing Mailer の名称は表示されません。あたかも自社配信のようにご利用可能です。
●操作は全てブラウザーパネルから行いますので、特別なソフトや機器は一切必要ありません。
●送信先データは、全て自社で管理していただけます。（CSV 形式でダウンロード可能）
HTML メールの送信
これからのメールマーケティングに必須とも言われてる、HTML メール送信機能を標準装備。HTML メール
で画像や写真付きのメールを送信したり、メール自体に注文フォーム付けるなどのインタラクティブなメー
ルを送信することができます。絞り込み送信機能を併用すれば、HTML メールの受信者と、テキストメール
の受信者を、一元管理することも可能です。

差し込み送信
あらかじめ設定した項目を、１件１件のメールに差し込んで送信できる機能です。項
目は、お名前であったり、会社名であったり、誕生日であったり、自由に設定を行う
ことができます。些細なことですが、印象を変えることにより、読者の気持ちを引きつ
けるメールマーケティングを行うことができます。なお、項目は７項目まで自由にご
利用いただくことができます。

例／太字の部分が差し込まれた箇所
山田 様
先日は、デジタルカメラのご購入ありがとう
ございました。
さて、・・・

絞り込み送信
別名、ターゲッティング送信とも言われます。あらかじめ設定した項目を条件指定することにより、指定した項目のグループだ
けに送信を行う機能です。例えば、項目に性別や地域などを設定して、男性の購読者だけに送信を行ったり、特定の地域の
方だけに送信を行ったりすることが可能です。なお、項目は７項目まで自由にご利用いただくことができます。
例／ターゲットに支店を指定して、支店毎の異なった内容のメールを送信する。
ターゲット=渋谷店
先日は、当ショップ渋谷店にご来店いただきありがとうございました。
さて、渋谷店では下記の通りセールを開催します。
2004 年 1 月 1 日〜2004 年 1 月 10 日

ターゲット=原宿店
先日は、当ショップ原宿店にご来店いただきありがとうございました。
さて、原宿店では下記の通りセールを開催します。
2004 年 1 月 10 日〜2004 年 1 月 20 日

空の E-mail での登録と解除
専用の登録用 E-mail と、解除用 E-mail をご用意しますので、そこへ空のメールを送るだけで、送信者の登録＆解除が行えま
す。また、ご契約者側で用意していただいたアドレスを、登録用や解除用の E-mail として使用していただくことも可能です。
データベース
regist@shop.com
(ご契約者様が用意するアドレス)

registe@wingmailer.com
(Wing Mailer が用意するアドレス)
転送

空メールを送信

登録や解除の連動

携帯画面での操作

登録や解除用のタグ を
ご用意しておりますの
で、ご契約者のホームペ
ージ に 埋め込んでい た
だくだけで、登録や解除
の連動をリアルタイムに
行え、あたかも自社シス
テムのようにご利用可能
です。

ある特定の動作や機能については、携
帯電話からも操作ができます。操作可能
な動作は、「メール送信、送信ログの確
認、データ登録、データ削除、登録一覧
の表示」です。

詳しい機能説明
不着メール処理

クリックリサーチ機能

不着メール処理機能により、不着メールを別途リストアップし
ます。連続不着メールも自動削除できますので、常にクリー
ンアップされた送信先データベースを構築いただけます。

送信メールの中に設定した URL に対し、どれ位のクリックが
あったかの数値を得ることができます。クリック数はリアルタ
イムに変化し、管理画面からその確認が行えます。

バックナンバー画面作成

CSV やテキストファイルからの一括登録

リンクを張るだけで OK の、バックナンバーの公開ページを自
動作成いたします。公開、非公開の設定や、公開を行う場
合、過去どの位まで公開するかを設定することができます。

送信先データや各種項目の一括登録と一括解除が可能で
す。コピー＆ペーストで登録（解除）する方法と、ファイル形式
で読み込む方法と、いずれでも可能です。

送信先データのダウンロード

１ヶ月先までの配信予約

送信先データや各種項目のダウンロードが出来ますので、デ
ータの自社管理が可能です。

タイマー送信機能により指定時刻での送信はもとより、１ヶ月
先まで配信の予約を入れることができす。もちろん、予約分
のメールを確認したり、変更することも OK です。

自動返答メールの設定

ワンクリック登録と解除

登録や解除を行った際の、自動返答メールの内容をカスタマ
イズできます。また、ワンクリックで解除（登録）のできる URL
を挿入したり、各項目を挿入することも可能です。

ワンクリックで解除または登録を行うための URL を挿入する
ことができます。登録や解除を行った際の自動返答メールの
中に挿入すると、購読の意志を再確認することができます。

12 星座占い挿入 機能

二重登録、不正メール登録を強力に排除

送信メールの中に、明日の 12 星座占いをカンタンに挿入して
いただくことができます。メールマガジンの付加情報として、
ご自由にご利用いただけます。

二重登録はもとより、全角でのメール登録、アットマークの無
いメールアドレス、書式不正のメールアドレスの登録などは、
エラー表示により訂正を促します。データの収集ロスを最大
限に抑える仕掛けが組み込まれています。

条件分岐による差し込み送信
ある項目に対して、ある条件を設定して、その条件に合った
文面を差し込み送信することができます。その差し込み部
分が、HTML メールの場合はタグで差し込むことができ、購
読者ごとにパーソナライズされたメールを配信することがで
きます。

例／ある項目が、
カメラの場合・・・

新製品のカメラ、「CA-001」が入荷いたしました！

テレビの場合・・・

新製品のテレビ、「TV-001」が入荷いたしました！

ビデオの場合・・・

新製品のビデオ、「VT-001」が入荷いたしました！

くじメール送信機能
登録時の自動返信メールの中に、くじを挿入することが出
来ます。購読者を増加させるためのツールとして、販促のツ
ールとしてご利用いただけます。

購読登録すると
あたり
or
はずれ

登録確認とともに、
スピードくじの結果を挿入できます。

wing mailer

フォローアップメールの送信
購読登録を行ってから、○日後に定型メールを自動送信し
たり、ある日の前後を指定して、定型メールを自動送信する
機能です。各種サポートのメールや、フォローアップメール、
記念日メールなどを自動的に送信することができます。

自動的に送信

バースデイキャンペーンを実施し
ております！
誕生日の前後 1 ヶ月にご購入さ
れた場合・・・

登録者による、登録内容の変更機能
登録者が、自分の登録内容を確認しながら、登録内容を修
正編集することができます。第三者の変更を防止するため
に、以下のような流れでの編集作業となります。

変更依頼

変更確認メール

wing mailer

■ ご利用料金

Wing Mailer のポリシー
価格調査の徹底で業界最安値を目指します。
Wing Mailer と同等の機能を兼ね備えながら、さらに低コストなシステムがあればご連絡下さい。
その都度、価格設定の見直しを行います。
Wing Mailer は個人事業主から大企業ユーザー様までご利用いただける、
低コストかつ合理的な価格設定をポリシーとします。

Wing Mailer ご利用料金
完全定額制により、安心して配信を行っていただけます。
■初期設定費

10,000 円

■月間利用料

6,500 円（スタンダードプラン）
最大登録件数 10,000 件迄で、1 日 2 回迄の送信が可能です。
月間最大で 62 万通の送信が可能です。
以後、登録件数 10,000 件毎に＋6,500 円となります。

■月の途中での変更

ご連絡いただけましたら日割計算で変更させていただきます。

Wing Mailer は、メール送信システムを提供するサービスです。
送信先 E-mail は契約者様でご用意いただくものであり、弊社で送信先 E-mail を用意するサービスではありません。
また未承諾メール、SPAM メールの送信には利用できません。

■月間コスト早見表

スタンダードプラン
（1 日 2 回まで送信可能）
回数増量プラン
（1 日 4 回まで送信可能）
BIG プラン
（1 日 10 回まで送信可能）

登録数 1 万件迄

登録数 2 万件迄

登録数 3 万件迄

登録数 4 万件迄

6,500 円/月

13,000 円/月

19,500 円/月

26,000 円/月

13,000 円/月

26,000 円/月

39,000 円/月

52,000 円/月

15,000 円/月

30,000 円/月

45,000 円/月

60,000 円/月

さらに詳しい情報は、ホームページをご覧下さい。

URL: http://www.wingmailer.com/
有限会社エクストラジャパン
〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町 93 番地 京都リサーチパークスタジオ D-2F
TEL: 075-326-2115 営業時間：10:30〜18:00（土日祝を除く）
FAX: 075-326-2133

